
道内事業者の皆様へ

時短・外出自粛等による影響緩和

道 特 別 支 援 金

ＷＥＢ申請手順
2021年10月12日

道特別支援金事務局
問い合わせ：011-351-4101（専用ダイヤル）

対応時間 午前８時45分から午後５時30分まで※平日のみ

道特別支援金 Ａ

道特別支援金 Ｂ

道特別支援金 Ｃ



1■WEB申請の流れ（チャート図）

対象外メッセージ表示

事前アンケート

アカウント登録画面

選択結果が「対象外」の場合選択結果が「対象」の場合

道央TOP画面

北海道HP

道北TOP画面 道東TOP画面 道南TOP画面

仮パスワード発行

マイページ作成・ログイン

申請登録

申請完了（審査待ち）

※登録されたメールアドレスに
送信されます。

※道特別支援金の手引き等
改めてご確認ください。



2■WEB申請の流れ

北海道HPより登録専用ページへアクセスし、
登録～申請を行ってください。

アカウント登録～マイページ作成

申請内容入力・添付書類の準備～添付

審 査（１～３次審査）

通知書を発送／ご登録口座に入金

※申請完了～入金まで、書類に不備が無い場合にかぎり、凡そ２週間程度を要します（申請数・申請内容により変動）。

給付決定・入金手続き



3■はじめに 申請専用URLにアクセス

WEB申請について

「WEB申請」と「郵送申請」の２とおりの申請方法があります。
○WEB申請

WEB申請は、事業者所在地の（総合）振興局をクリックしてください
・道央【石狩・空知・胆振・日高】
・道北【上川・宗谷・留萌】
・道南【渡島・後志・檜山】
・道東【十勝・釧路・オホーツク・根室】

■道特別支援金のHPにアクセスし、WEB申請の
項目を検索してください。
↓
事業所所在地によりURLが分かれているので、
該当する地域のURLにアクセスしてください。
※アクセスする地域を間違った場合であっても

審査上、問題が生じることはありません。

検索道特別支援金

※（総合）振興局をクリックすると、各申請ページに移行します。



4■手順１ アカウント登録～マイページ作成

①申請専用URLにアクセスし、
新規アカウント登録を押下。

※マイページからご自身の申請状況を確認することが
できるので、本サイトをブックマーク（お気に入り）
登録することをおすすめします。



5■手順１ アカウント登録～マイページ作成

①アカウント登録の前に対象確認を行います。
各設問の答えていただき「次へ」ボタンを押下。

支給要件を満たしている

支給要件を満たしていない

②アカウント登録画面に進みます。

③確認の結果、支給要件を満たさない場合は
左記ページに移動します。
道特別支援金の概要を今一度ご確認ください。

①

③

②



6■手順１ アカウント登録～マイページ作成

①メールアドレスを入力してください。
※アカウントIDとなり、仮パスワードが送信されますので、

普段使用されているアドレスを登録してください。

※「info@h-shienkin.jp」からのメールを受信できるよう、
あらかじめ設定をお願いします。

②ご自身のお名前を入力してください。

③ご自身の生年月日を入力してください。

④「送信する」を押下。
※押下後、すぐに登録したメールアドレスに

仮パスワードが送られます。

⑤「TOP画面へ」を押下でログイン画面に
戻ります。

①

②

③

④

⑤



7■手順１ アカウント登録～マイページ作成

①登録したメールアドレスと、自動返信で通知され
た仮パスワードを入力し、「ログイン」を押下。

▼仮パスワードメール通知

※仮パスワードは15分程度で有効期限が切れてしまいますので
ご注意ください。

※有効期限が切れた場合は、再度新規アカウント登録から
やり直してください。

※本登録前であれば同じメールアドレスを使用可能です。

②新しいパスワードを設定します。
英字大文字、英字小文字、数字を必ず１つ入れ、
10文字以上16文字以下で設定してください。

※パスワードはお忘れにならないよう、メモなどを残してください。
※パスワードを忘れた場合は、ログイン画面から

「パスワードを忘れた方はこちら」から、再度設定が可能です。

※パスワードを再発行する場合、６ページで入力した生年月日が必要と

なります。生年月日は打ち間違いのないようご注意ください。

①

②



8■手順１ アカウント登録～マイページ作成

【マイページについて】
①各支援金ごとに申請が行えます。

申請状況をステータスで表示します。
※ステータス内容の詳細は下記参照

各支援金の受付期間

押下でそれぞれの支援金ごとに申請を行えます。
※すでに申請済の場合は押下できません。

①

②

②申請状況のステータスの概要です。

・未 申 請 ～支援金の申請を行っていない状態です。【申請を行う】

ボタンから支援金の申請を行ってください。

・申 請 済 ～申請が完了した状態です。申請完了後翌日には

「審査中」となり、申請内容の修正が不可となります。

※申請を取消すボタンが表示されなくなります。

・審 査 中 ～事務局にて審査をしている状態です。記載されている

電話番号、メールアドレスよりご連絡をする場合が

ありますので、事前のご登録を推奨いたします。
※メールアドレスは下1桁の数字が異なる場合がありますが

d-tokubetsuから始まるメールは全て事務局連絡用アドレスとなります。

・審査完了～審査が終了した状態です。近日中に審査結果通知書を

申請されたご住所にお送りいたします。

道特別支援金の他期間の申請が、
既に終わっている場合、前段の情報から基本
情報をコピーして、申請することも可能です。
希望する支援金を選択して申請を行って
ください。



9■手順１ アカウント登録～マイページ作成

■パスワード変更をする場合はマイページを押下し、
パスワード変更ページにて
・現在のパスワード
・新しいパスワード
・新しいパスワード（確認）
上記をそれぞれ入力し変更を行って下さい。



10■手順２ 申請内容入力（申請者の情報 共通）

①【本社・本店所在地】
本社・本店所在地を入力してください。
郵便番号（ハイフン無し）で入力し、「〒で住所検索」
を押下すると、住所が自動入力されます。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

※確定申告書に記載されている住所等、正式な住所を記載してください。

②【法人名又は屋号】
名称、屋号は略称など使用せず正式名称で入力して
ください。

③【法人名又は屋号（カナ）】
漢字・ひらがな・カタカナ・英数字、全ての読み仮名を
全角カタカナで入力してください。

例）株式会社ほっかいどう→カブシキガイシャホッカイドウ

④【代表者役職】
申請者の役職を入力してください。

⑤⑥【代表者名】【代表者名（カナ）】
姓・名をそれぞれ分けて入力してください。

※なければ「なし」と入力してください。

⑦【業態】
中小法人等・個人事業者等を選んでください。
※選択した業態に応じて、以下の入力項目が変わります。



11■手順２ 申請内容入力（申請者の情報 業態選択後について）

⑦中小法人等を選択した場合

⑦個人事業主を選択した場合

■法人を選択した場合
⑦-1【法人番号】

１４桁の法人番号入力してください。
※国税庁法人番号公表サイトより確認が可能です。入力後、「法人番号

確認」を押下すると、法人情報が表示され確認ができます。
⑦-1

⑦-2

⑦-3

▼法人番号検索結果画面

■個人事業主を選択した場合
⑦-2【上記住所と郵送先が異なる場合】

10ページ「①本社・本店所在地」に入力した住所と
異なる住所に通知書等の郵送を希望される場合は、
この項目に入力をしてください。
※無しの場合は未入力のままで結構です。

⑦-3【個人事業者の生年月日】
申請者の生年月日をプルダウンより選択してください。



12■手順２ 申請内容入力（申請者の情報 共通）

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑧【担当者所属】
なければ「なし」と入力してください。

⑨⑩【担当者名・担当者名（カナ）】
代表者と同一の場合であっても入力をしてください。

⑪⑫【連絡先（電話・携帯電話・E-mail ）】
日中連絡が取れる番号を入力してください。
アドレスは普段から使用しているアドレスを入力して
ください。
※電話番号は固定電話又は携帯電話どちらか必ず入力してください。

⑬【業種】
表示される業種から該当するものを選択してください。

⑬-1【従来営業時間※A申請の場合】
⑬で飲食店を選択した場合、表示されます。
店舗の従来営業時間（複数店舗所有の場合は、最も遅く閉店する
店舗の営業時間）をプルダウンから選択してください。

⑭【従業員数】
表示される業種から該当するものを選択してください。
※おひとりで経営されている場合は、「0（ゼロ）」を入力してください。

⑬-1

⑬-2

⑬-2【従来営業時間～酒類提供有無※BまたはC申請の場合】
⑬で飲食店を選択した場合、表示されます。
店舗の従来営業時間（複数店舗所有の場合は、最も遅く閉店する
店舗の営業時間）、店舗名、店舗住所、酒類提供有無、
支援金対象の再確認をそれぞれ入力してください。

2021年4月～10月の期間において、時短・休業要請の対象となった飲食
店等（特定措置区域・措置区域含む）は、道特別支援金の対象外となり
ますので、ご注意ください。



13■手順２ 申請内容入力（申請者の情報 共通）

⑮

⑯

⑯-1

⑰

⑱

⑮【資本金・出資金】
100万円単位で入力してください。
※0円であれば「0（ゼロ）」を入力してください。

⑯【設立年月日】
法人の場合は、履歴事項全部証明書に記載されている
設立年月日を選択してください。
個人事業主の場合は、事業を開始された年月日を選択して
ください。

⑯-1【決算月】
業態で中小法人等を選択した場合のみ、表示されます。
決算月をプルダウンから選択して下さい。

⑲ ⑰～⑲【店舗（事務所）面積、年商、ホームページURL】
任意入力になりますが、可能な限り入力にご協力ください。

「次へ」押下で入力内容は保存され次項目に進みます。
一度入力を終了する場合は、「一時保存してメニューへ戻る」を押下。



14■手順２ 申請内容入力（振込先口座情報 共通）

①【申請状況】
「休業協力・感染リスク低減支援金」「経営持続化臨時
特別支援金」「道特別支援金」を申請済の場合、上記い
ずれかの申請時と同じ振込先を指定することができます。
いずれかにチェックを付け、給付通知書に記載されてい
る給付通知書番号を入力してください。

通帳限度額

は次のとおりです

科目 金額 変更後の金額店番 口座番号

普通預金 円 000普通預金1234567

定期預金 円 定期預金

株式会社○○銀行 印
【銀行コード：4321】

口座店名 ○○○○支店 TEL 03-0000-0000

普通口座

おなまえ

ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔ ﾎﾂｶｲﾀﾛｳ

②【金融機関～口座名義人（カナ）】
通帳の見開きに記載されている情報を基に、各項目を
入力してください。

②

①

※ゆうちょ銀行の支店については、コードに3桁数字、名称に3桁の
漢数字を入力してください。

▼休業協力・感染リスク低減支援金給付通知書

▼経営持続化臨時特別支援金給付通知書

▼道特別支援金給付通知書

※上記通知書番号を入力された場合、②の金融機関情報は入力できなく
なります。



15■手順２ 申請内容入力（要件内容（１） 共通）

①【時短要請対象飲食店等との取引→直接取引を選択】

③【上記に関わる保存資料】
上記選択した事業・取引内容が確認できる書類の保存を
ご承諾いただき、チェックを付けてください。

※保存書類の詳細については、申請の手引きをご確認ください。

■要件内容（１）
時短要請対象飲食店等との取引、外出・往来の自粛要請
等による影響のいずれか該当する方にチェックを付け、
当てはまる事業概要にチェックを付けてください。

①-1～3【主な取引飲食店名・店舗住所・主な理由】
①を選択後に表示されます。取引先飲食店等の情報を入力してください。

②-1～3【商品・サービスを納入する事業者名・住所・主な理由】
②を選択後に表示されます。納入事業者等の情報を入力してください。

①

①-1

①-2

①-3

＜時短要請対象飲食店等との直接取引を選択した場合＞

②

＜時短要請対象飲食店等との間接取引を選択した場合＞
②-1

②-2

②-3

②【時短要請対象飲食店等との取引→間接取引を選択】

③



16■手順２ 申請内容入力（要件内容（１） 共通）

③

④

⑤【上記に関わる保存資料】
上記選択した事業・取引内容が確認できる書類の保存を
ご承諾いただき、チェックを付けてください。
※保存書類の詳細については、申請の手引きをご確認ください。

④【主な理由】
③を選択後に表示されます。売上減少の主な理由を
１つ選択してください。

⑤

③【外出、往来の自粛要請等による影響を選択】
該当する項目を選択してください。



17■手順２ 申請内容入力（要件内容（２）～Ａ申請～）

①【基準月】
2019年1～3月、2019年11～12月、2020年1～3月の
いずれかの月を選び、業態に応じて下記書類を参照し
月額売上を入力してください。
・中小法人等→法人概況説明書裏面
・個人事業者等（青色一般）→所得税青色申告決算書裏面
・個人事業者等（青色申告（農業・現金主義）、白色申告）

→基準年の年間事業収入を12で割った額

①

②

③

②【対象月】
2020年11～12月、2021年1～3月のうち、基準月と同月
の月額売上を、売上台帳に記載されているとおり入力し
てください。

③【減少率】
下記計算式にて算出減少率（小数点以下切り捨て）を
計算し入力してください。
＜計算式＞
（基準月売上ー対象月売上）÷基準月売上×100

Ａ申請は、減少率５０％以上が申請要件となっております。
申請時、再度ご確認ください。



18■手順２ 申請内容入力（要件内容（２）～Ｂ申請～）

④【基準月】
2019年4～7月、2020年4～7月のいずれかの月を選び、
業態に応じて下記書類を参照し月額売上を入力してくだ
さい。
・中小法人等→法人概況説明書裏面
・個人事業者等（青色一般）→所得税青色申告決算書裏面
・個人事業者等（青色申告（農業・現金主義）、白色申告）

→基準年の年間事業収入を12で割った額

④

⑤

⑥

⑤【対象月】
2021年4～7月のうち、基準月と同月の月額売上を、
売上台帳に記載されているとおりに入力してください。

⑥【減少率】
下記計算式にて算出減少率（小数点以下切り捨て）を
計算し入力してください。
＜計算式＞
（基準月売上ー対象月売上）÷基準月売上×100

Ｂ申請は、減少率３０％以上５０％未満が申請要件となっ
ております。申請時、再度ご確認ください。



19■手順２ 申請内容入力（要件内容（２）～Ｃ申請～）

⑦【基準月】
2019年8～10月、2020年8～10月のいずれかの月を選び、
業態に応じて下記書類を参照し月額売上を入力してくだ
さい。
・中小法人等→法人概況説明書裏面
・個人事業者等（青色一般）→所得税青色申告決算書裏面
・個人事業者等（青色申告（農業・現金主義）、白色申告）

→基準年の年間事業収入を12で割った額

⑦

⑧

⑨

⑧【対象月】
2021年8～10月のうち、基準月と同月の月額売上を、
売上台帳に記載されているとおりに入力してください。

⑨【減少率】
下記計算式にて算出減少率（小数点以下切り捨て）を
計算し入力してください。
＜計算式＞
（基準月売上ー対象月売上）÷基準月売上×100

Ｃ申請は、減少率３０％以上５０％未満が申請要件となっ
ております。申請時、再度ご確認ください。



20■手順２ 申請内容入力（月額売上参照場所 中小法人等）

月 別 売 上

■法人概況説明書裏面



21■手順２ 申請内容入力（月額売上参照場所 個人事業者等）

■青色申告（一般用）

月 別 売 上

３１



22■手順２ 申請内容入力（月額売上参照場所 個人事業者等）

■青色申告（農業・現金主義）、白色申告

年 間 事 業 収 入



23■手順２ 申請内容入力（添付書類 中小法人等）

①【確定申告書】
基準月を含む確定申告書、法人概況説明書（表・裏）を
添付してください。
※道特別支援金の受給者は、同一年度の省略することができます。

（前回申請と同一の年度を基準年とする場合のみ）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

※ 添付書類が複数枚にわたる場合は、1ファイルにまとめて添付して
ください（1ファイルにまとめることが難しい場合は、その他添付
書類の項目に添付してください）。

②【売上台帳】
事業者名、対象年月、月額売上総額が記載されている
売上台帳を添付してください。※様式問わず

③【履歴事項全部証明書】
申請時から3か月以内に発行されたものに限ります。
※法務局発行の登記官印が押印されたものをご提出ください。

（登記情報提供サービス等にて印刷した書面は認められませんのでご注意
ください。)

※道特別支援金の受給者は、同一年度の省略することができます。

④【通帳の写し】
通帳の表紙および見開きページを添付してください。
※「休業協力・感染リスク低減支援金」「経営持続化臨時特別支援金」

「道特別支援金」の受給者は省略することができます。
（上記支援金と同じ振込先を希望する場合）

⑤【飲食店（喫茶店）営業許可証】
業種が飲食店の事業者のみ添付してください。

⑥⑦⑧【その他添付書類1～3】
①～⑤以外の補足書類を添付する場合にご使用ください。



24■手順２ 申請内容入力（添付書類 個人事業者等）

①【確定申告書】
基準月を含む確定申告書、所得税青色申告決算書（表・裏）
を添付してください。
※道特別支援金の受給者は、同一年度の省略することができます。
（前回申請と同一の年度を基準年とする場合のみ）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

②【売上台帳】
事業者名、対象年月、月額売上総額が記載されている
売上台帳を添付してください。※様式問わず

③【本人確認書類】
申請時点で有効なものを添付してください。
※「休業協力・感染リスク低減支援金」「経営持続化臨時特別支援金」

「道特別支援金」の受給者は省略することができます。
（上記支援金と同じ振込先を希望する場合）

④【通帳の写し】
通帳の表紙および見開きページを添付してください。
※「休業協力・感染リスク低減支援金」「経営持続化臨時特別支援金」

「道特別支援金」の受給者は省略することができます。
（上記支援金と同じ振込先を希望する場合）

⑤【飲食店（喫茶店）営業許可証】
業種が飲食店の事業者のみ添付してください。
※「道特別支援金」の受給者は省略することができます。

⑥⑦⑧【その他添付書類1～3】
①～⑤以外の補足書類を添付する場合にご使用ください。

※ 添付書類が複数枚にわたる場合は、1ファイルにまとめて添付して
ください（1ファイルにまとめることが難しい場合は、その他添付
書類の項目に添付してください）。



25■手順２ 申請内容入力（添付書類 共通）

■添付するファイルについて、
①添付ファイルにパスワードが設定されている。
②画像がぼやけて情報が判読できない。
③画像が見切れて、必要な情報が確認できない。

上記のような場合、再度事務局に書類をお送り
いただく等、審査に時間を要することになりま
すので、ご注意ください。

例）解像度が低い等で文字がぼやけて見えない。

例）A４サイズの下半分が切れている。

添付書類の詳細や省略の可否については、申請の手引きを
ご参照ください。



26■手順２ 申請内容入力（入力内容確認 共通）

①入力内容を確認し、修正する場合は、各情報区分
ごとに編集ができます。
※「○○の編集」を押下で該当ページ入力画面に移行します。

※編集後は入力内容確認までページを進めていただく必要が
あります。

②全ての項目の確認が終わりましたら、最下部の
「次へ」を押下。

①

②



27■手順２ 申請内容入力（宣誓同意書 共通）

①宣誓同意書の内容を全て確認し下記チェックを
付け「同意して申請を確定する」を押下。



28■手順２ 申請内容入力（申請完了～修正について）

①申請完了となります。「メニューへ戻る」を
押下し、マイページメニューへ移行してください。

①

②

②申請後は「申請を取消す（未申請に戻す）」
ボタンが表示されます。申請内容の編集を行う
場合、こちらのボタンを押下してください。
※入力内容が保存された状態で、「申請者の情報」

ページから編集が可能となります。

申請データは、申請日の翌日（10：00頃）には審査システムに移行
され、申請内容の編集が不可能となります。
修正等を行う場合、申請日当日までに行ってください。

※ログアウト時は、必ず「ログアウト」ボタンを押下してください。



29■その他

■タイムアウトについて
60分間画面の更新が無いとタイムアウトとなりますので、
申請情報入力中に長時間離席する場合は、必ず「一時保存
してメニューへ戻る」ボタンをクリックし、一時保存を
行ってください。

タイムアウトになった場合、「次へ」「戻る」ボタン等を
押下すると、セッションタイムアウト画面が表示されます。
↓
再度ログイン画面に移行するので、ID、パスワードを入力
してログインをします。
↓
ワンタイムパスワード認証画面に切り替わり、アカウント
IDとして登録したメールアドレスにパスワードが送信され
ますので、メールに届いたパスワードを入力し、認証を
行ってください。
↓
マイページメニューに移行します。

マイページメニューに移行


